名古屋地区

株式会社 ビオ・マーケット
TEL:0120-16-0831
FAX:050-3737-2323
http://www.biomarche.jp

お届け情報

早苗を植える時期「早苗月（さなえづき）」を略したもの。耕作を意味する古語の「サ」が元
になっているという説もあります。※「皐月」の”皐”には「神に捧げる稲」という意味がありま
憲法記念日
す。
・・・ 今週の配布物 ・・・
【本日の野菜・加工品欠品情報とお知らせ他】
下記商品は、記載の理由により、お届けができませんでした。申し訳ございません。
・ｶﾀﾛｸﾞ121号 ・お届け情報（本紙） ・
bioweekly119 ・ご注文用紙 ・ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ・ｽﾑｰ
ｼﾞｰ・ｽｷﾝｹｱ・ｱﾚﾙｷﾞｰ対応食品ご注文表 ・日配
[農産品]
品ご注文表/・ｵｰﾌﾞﾘｰ化粧品 ・ﾛｺﾞﾅ化粧品ご注
・有機塩ミニトマト：朝晩の冷え込みにより色づきに遅れが出ております。
文表 ・ﾅﾄﾗｹｱｵｰｶﾞﾆｯｸﾅﾌﾟｷﾝご注文表
・有機ピーマン：天候が不安定なため生育不良を起こしております。
・ひさまつ農園の有機青じそ：葉かき作業の遅れのため葉が大きくなりすぎて収穫量が減少しておりま ☆季節の手しごと 簡単に漬けられる小梅干し
す。
今週限り ご注文表
☆鹿児島県産 有機らっきょうご注文表 数量限
定
[日配・加工品]
・欠品はございません。
＜ﾒｰｶｰからのご案内＞
・ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾃｨ 国産有機皮付もち麦 ｾｰﾙ他 ・
DIONY WINE 初夏のいちおし ｶｽﾃﾙ ﾀﾞｰｼﾞｭ他 ・
日本ｵﾘｰﾌﾞ 有機栽培ｱﾙﾍﾞｷﾅ種100% ｴｷｽﾄﾗ
＜ご案内＞
ﾊﾞｰｼﾞﾝｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ・山繊 衣替えの季節。ｸｽﾉｷ
◎「今週、お届けのカタログ121号の見どころは・・・」 ひんやり麺がおいしい季節になりました(^^♪
冷やし中華、手延べそうめん・うどん、そば 製造者こだわりの逸品です。ぜひご利用ください。（裏表 の防虫剤他 ・ﾊｰﾄ 有機洗えるそばっこ枕他 ・こ
だわり職人の逸品 新茶を楽しむ日本の道具他
紙）

5月3日（月）

五月

皐月（さつき）

☆本日の野菜セットメニュー☆
多菜セット[9996]

いきいきセット[9998]

有機 新玉葱

約500ｇ 長崎 長崎有機農業研究会

有機 長芋

約200ｇ 青森 あおもり南部有機生産組合

有機 人参

約500ｇ 宮崎 日向オーガニック俱楽部

有機 ニラ

約100ｇ 高知 大地と自然の恵み

有機 長芋

約200ｇ 青森 あおもり南部有機生産組合

有機 水菜

1束 京都

ワタミファーム

有機 トマト

1個 熊本

肥後あゆみの会

1本 熊本

モエ・アグリファーム

有機 レタス

1個 兵庫

有機 小松菜

1束 奈良 山口農園

有機 ニラ
有機 トマト
しめじ

うずしお

約100ｇ 高知 大地と自然の恵み
2個 熊本

肥後あゆみの会

多菜・フルー 有機 ズッキーニ
ティーセット
共通項目 有機 いんげん
[基本野菜セット]
も同一内容です。

有機

約150ｇ 和歌山 日高きのこセンター

国産グレープフルーツ1個

平飼い卵

フルーティーセット[9997]
有機 レタス

1個 兵庫

有機 小松菜

1束 奈良 山口農園

有機 ニラ
有機 トマト
しめじ
河内晩柑

有機

うずしお

約100ｇ 高知 大地と自然の恵み
2個 熊本

肥後あゆみの会

古賀さんのびわ約150ｇ

熊本 肥後あゆみの会

6個 岡山

永田康二さん

ゆうきだいすきセット[9994]
有機 人参
約300ｇ 宮崎 日向オーガニック俱楽部
多菜・フルー 有機 青葱
約100ｇ 高知 大地と自然の恵み
ティーセット
1個 長野 高坂農園
共通項目 有機 リーフレタス
[基本野菜セット]
も同一内容です。

約150ｇ 和歌山 日高きのこセンター
1個 熊本

約70ｇ 鹿児島 池田農園

肥後あゆみの会

福岡 古賀雄樹さん

有機 ほうれん草

1束 和歌山 ビオランド

有機 小松菜

1束 奈良 山口農園

有機 トマト

1個 熊本

有機 パセリ
えのき

有機
[多菜・フルーティーセット共通品目］(基本野菜セット[9995]も同一内容)
有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾄﾏﾄ２個・しめじ約150ｇ

肥後あゆみの会

約30ｇ 高知 大地と自然の恵み
約100ｇ 長野 夜間瀬ASS

サンゴールドキウイ２個

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

ゼスプリ

※きのこ類は化学薬品による室内殺菌などは行っておりません。
※箱詰めの際に十分注意しておりますが、傷みや腐れ、また過度のしおれや虫食
い等ございましたら、どうぞご遠慮なくお電話等にてご連絡ください。

※セット変更のお知らせ：新じゃが芋（生育不良のため掘り取り作業が遅れており各産地とも出荷量が不安定な状況です。） 有機ﾐﾆﾄﾏﾄ（朝晩の冷え
込みにより色づきに遅れが出ております。）
●多菜ｾｯﾄ（根菜ｱｿｰﾄ：有機新じゃが芋約400ｇ⇒有機長芋約200ｇ） ●ﾌﾙｰﾃｨｰｾｯﾄ（ﾌﾙｰﾂｱｿｰﾄ：変更ございません。） 共通項目（基本野菜ｾｯﾄ）：有
機ﾐﾆﾄﾏﾄ約100ｇ⇒有機ﾄﾏﾄ２個 ○いきいきｾｯﾄ： ○ゆうきだいすきｾｯﾄ：変更ございません。
◇おすすめコーナー◇
今週のおすすめは、『有機手延べそうめん』 有機小麦の美味しさを最大限に引き出した有機手延べそうめんです。普通に食べても美味しいのです
が、ゆず唐辛子HOTソースを使ったエスニック風そうめんも是非どうぞ！！（ｶﾀﾛｸﾞ121号裏表紙 ２パック企画をお買い得価格でご案内しております。）

☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆

カタログＮＯ．120 お届け期間

5/10～5/14

多菜セット【9996】

有機青葱約100ｇ・有機水菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機トマト(L)１個・有機なす2本・有機新玉葱約500ｇ・有機新じゃが芋約400ｇ・
本体価格\2,600/税込￥2,808 有機長芋約200ｇ
フルーティーセット【9997】

有機青葱約100ｇ・有機水菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機トマト(L)１個・有機なす2本・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・有機国産ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ約700ｇ

本体価格\2,600/税込￥2,808

いきいきセット【9998】

有機人参約300ｇ・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約150ｇ・有機とうもろこし・有機ﾊﾟｾﾘ約30ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・
本体価格\2,600/税込￥2,808 平飼い卵6個ﾊﾟｯｸ
ゆうきだいすきセット【9994】 有機新玉葱約300ｇ・有機新じゃが芋約400ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機水菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約100ｇ・有機そら豆約200ｇ・有機青じそ10枚・
本体価格\2,152/税込￥2,324

有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ又は有機ｸﾚｿﾝ約30ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ

[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機青葱約100ｇ・有機水菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機トマト(L)１個・有機なす2本

（基本野菜セット[9995]も同一内容）

カタログＮＯ．121 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

5/17～5/21

有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機とうもろこし・有機いんげん約50ｇ・有機新玉葱約500ｇ・有機人参約
500ｇ・有機新じゃが芋約400ｇ

フルーティーセット【9997】 有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機とうもろこし・有機いんげん約50ｇ・有機ｻﾝｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲ３個・有機ﾊﾞﾅﾅ
本体価格\2,600/税込￥2,808 約500ｇ
いきいきセット【9998】
本体価格\2,600/税込￥2,808

有機新玉葱約300ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ｻﾗﾀﾞ菊菜・有機ﾄﾏﾄ（Ｌ）１個・有機ｸﾚｿﾝ約30ｇ・有機ｻﾝｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲ2個・平飼
い卵6個ﾊﾟｯｸ

ゆうきだいすきセット【9994】 有機人参１本・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾄﾏﾄ（Ｌ）１個・有機なす2本・有機いんげん約50ｇ・有機生椎茸
本体価格\2,152/税込￥2,324

（菌床）約100ｇ・有機国産ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ1個

[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機とうもろこし・有機いんげん約50ｇ

（基本野菜セット[9995]も同一内容）
※天候や畑の状況で変更する事があります。翌週のセットメニューを確認されたい時は、注文週の金曜午後に確定しますので、お電話でお問い合わせ
ください。（防）は防除回数です。（防）表記のないものは有機農産物でお届けの予定です。
※上のメニューからご希望のセットをお選びいただけます。ご予約セットと異なる場合は、注文コードをご記入ください。セット不要の際には、「予約セット
＝０」とご記入ください。
◇「料理教室、その他教室とのコラボ企画、他」のご案内
・「産後の母親教室」 毎週木or金曜日 10：00～11：50（週1回×5回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 名古屋市中村区 演劇練習館ｱｸてﾉﾝ

皆様からのお便りをお待ちしております。いただいたお便りは紙面でご紹介する他、今後の参考とさせていただきますので、
是非ご意見、ご要望等、なんでもお寄せください。

紙面への掲載に同意していただければ、【掲載OK】 に丸印をお願いいたします。 希望掲載名 ペンネーム：

コース番号（

曜日

コース） 会員番号（

） お名前（

）

